
国産ウイスキー JAPANESE WHISKY

ニッカ フロム・ザ・バレル
Nikka From The Barrel

ニッカ カフェグレーン
Nikka Coffey Grain

ニッカ カフェモルト
Nikka Coffey Malt

サントリー白州
Suntory Hakushu

サントリー山崎 12年
Suntory Yamazaki 12 Years

サントリー山崎 18年
Suntory Yamazaki 18 Years

サントリー響 21年
Suntory Hibiki 21 Years

ブレンディットスコッチウイスキー BLENDED SCOTCH WHISKY

シーバス リーガル 12年
Chivas Regal 12 Years

ジョニーウォーカー ブラックラベル 12年
Johnnie Walker Black Label 12 Years

ジョニーウォーカー ブルーラベル
Johnnie Walker Blue Label

オールドパー 12年
Old Parr 12 Years

ロイヤルサルート 21年
Royal Salute 21 Years

バランタイン 17年
Ballantine's 17 Years

シングルモルトスコッチウイスキー SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

ラフロイグ 10年
Laphroaig 10 Years

タリスカー 10年
Talisker 10 Years

ザ・グレンリベット 12年
The Glenlivet 12 Years

グレンフィデック 12年
Glenfiddich 12 Years

カリラ 12 年
CAOL ILA 12 Years

ストラスアイラ 12年
Strathisla 12 Years

ボウモワ 12年
Bowmore 12 Years

グレーンモーレンジ オリジナル
Glenmorrangie Original

スプリングバンク 10年
Springbank 10 Years

アードベッグ 10 年
Ardbeg 10 Years

ハイランドパーク 18年
Highland Park 18 Years

ザ・マッカラン 18年
The Macallan 18 Years

表記料金には税金とサービス料が含まれております。
All prices are inclusive of applicable tax and service charge.

¥1,490 

¥1,590 

¥1,590 

¥1,590 

¥3,500 

¥3,900 

¥3,300 

¥1,490 

¥1,490 

¥3,200 

¥1,700 

¥2,000 

¥2,450 

¥1,400 

¥1,400 

¥1,490 

¥1,490 

¥1,590 

¥1,590 

¥1,700 

¥1,700 

¥1,700 

¥1,800 

¥2,000 

¥2,500



アイリッシュウイスキー IRISH WHISKY

ジェイムソン
Jameson

ブッシュミルズ
Bushmills

アメリカンウイスキー AMERICAN WHISKEY

ジャックダニエルブラック
Jack Daniel's Black Label

ジャックダニエルシングルバレル
Jack Daniel’s Single Barrel

ワイルドターキー 8年
Wild Turkey 8 Years

メーカーズマークレッドトップ
Maker’s Mark Red Top

ノブクリーク
Knob Creek

ベーシルヘイデン
Basil Hayden's

ブレットバーボン
Bulleit Bourbon 

I.W. ハーパー 12年
I.W. Harper 12 Years

ブラントン
Blanton’s

ウッドフォードリザーブ
Woodford Reserve

ブッカーズ
Booker’s

エヴァンウイリアムス 23年
Evan Williams 23 Years

カナディアンウイスキー CANADIAN WHISKEY

カナディアンクラブ
Canadian Club

クラウンローヤル
Crown Royal

ウイスキー WHISKEY

ブラックニッカ フリージング ハイボール
Black Nikka Freezing Highball (Whisky & Soda)

￥1,300

￥1,490

￥1,400

￥1,800

￥1,400

￥1,490

￥1,490

￥1,490

￥1,490

￥1,700

￥1,700

￥1,800

￥2,000

￥3,600

￥1,300

￥1,400

￥700

表記料金には税金とサービス料が含まれております。
All prices are inclusive of applicable tax and service charge.



コニャック・アルマニャック COGNAC・ARMAGNAC
シャボー・ナポレオン
Chabot Napoleon

クルボアジェ V.S.O.P
Courvoisier V.S.O.P

レミーマルタン 1738
Remy Martin 1738

ヘネシー V.S.O.P
Hennessy V.S.O.P

ヘネシー X・O
Hennessy X・O

マーテルコルドンブルー
Martel Cordon Bleu

グラッパ GRAPPA

グラッパ・ディ・サッシカイヤ
Grappa di Sassiscaia

ジン GIN

ゴードン
Gordon's London Dry Gin

ボンベイサファイア
Bombay Sapphire

タンカレー
Tanqueray

タンカレー No.10
Tanqueray No.10

ウォッカ VODKA

アブソルート
Absolut

スミノフブラック
Smirnoff Black

グレイグース
Grey Goose

ベルヴェデール
Belvedere

ラム RUM

バカルディー
Bacardi

マイヤーズ
Myers's

キャプテン・モルガン・スパイスド
Captain Morgan Spiced Rum

テキーラ TEQUILA

サウザ ブランコ
Sauza Blanco

ドン フリオ レポサド
Don Julio Reposado

クエルボ 1800
Cuervo 1800

￥1,700

￥1,900

￥2,100

￥2,100

￥2,900

￥2,550

￥2,250

￥980

￥1,050

￥1,050

￥1,400

￥980

￥1,050

￥1,400

￥1,400

￥980

￥980

￥1,050

￥980

￥1,490

￥1,800

表記料金には税金とサービス料が含まれております。
All prices are inclusive of applicable tax and service charge.



リキュール・シェリー・ポートワイン LIQUEUR・SHERRY & PORT WINE

チンザノ ロッソ・ドライ
Cinzano Rosso or Dry

仁勇こだわり梅酒
Umeshu (Prum Liqueur)

ドランブイ
Drambuie

ベネディクティン・ＤＯＭ
Benedictine DOM

ベイリーズ
Baileys 

ディサローノ・アマレット
Disaronno Amaretto

ティオ・ペペ
Tio Pepe Dry

グランマルニエ
Grand Marnier

サザンカンフォート
Southern Comfort

フォンセカ・トゥーニー 10年
Fonseca Tawny Port 10 Years

プレミアム焼酎 PREMIUM SHOCHU

七窪(芋)
Nanakubo (Potato)

千年の眠り(麦)
Sennennonemuri (Wheat)

ワイン WINE

シャンドン ブリュット スパークリングワイン(グラス)
Chandon Brut Sparkling Wine(Glass)

シャンドン ブリュット スパークリングワイン(ボトル)
Chandon Brut Sparkling Wine(Bottle)

モエ・エ・シャンドン モエアンペリアル
Moët & Chandon Moët Imperial

別途ワインリストをご用意しております。お気軽にスタッフへおたずね下さい。
We have another wine list.Please ask the waiter.

￥950

￥980

￥1,050

￥1,050

￥1,050

￥1,050

￥1,180

￥1,180

￥1,180

￥1,300

￥1,280

￥1,280

￥1,490

￥7,150

￥3,900

表記料金には税金とサービス料が含まれております。
All prices are inclusive of applicable tax and service charge.



生ビール DRAFT BEER

アサヒスーパードライ エクストラコールド ブラック（グラス）
Asahi Super Dry Extra Cold Black (Glass)

アサヒスーパードライ（グラス）
Asahi Super Dry (Glass)

アサヒスーパードライ（ジョッキ）
Asahi Super Dry (Large)

アサヒスーパードライ（エクストラ ラージ）
Asahi Super Dry (Extra Large)

アサヒ ドライプレミアム（グラス）
Asahi Dry Premium (Glass)

アサヒ ドライプレミアム（ジョッキ）
Asahi Dry Premium (Large)

アサヒ ドライプレミアム（エクストラ ラージ）
Asahi Dry Premium (Extra Large)

国産ビール JAPANESE BEER

キリン / サッポロ / アサヒ
Kirin / Sapporo / Asahi

サントリー プレミアムモルツ
Suntory Premium Malts

輸入ビール IMPORTED BEER

ハイネケン / バドワイザー / ギネス / コロナ
Heineken / Budweiser / Guinness / Corona

ノンアルコールビール NON - ALCOHOLIC BEER

ノンアルコールビール
Non-Alcoholic Beer

ソフトドリンク SOFT DRINK

コカ・コーラ
Coca-Cola

コカ・コーラゼロ
Coca-Cola Zero

ジンジャーエール
Ginger Ale

ウーロン茶
Oolong Tea

オレンジジュース
Orange Juice

グレープフルーツジュース
Grapefruit Juice

アップルジュース
Apple Juice

トマトジュース
Tomato Juice

クランベリージュース
Cranberry Juice

￥1,000

￥980

￥1,080

￥1,800

￥1,080

￥1,180

￥1,900

￥1,050

￥1,080

￥1,080

￥880

￥770

￥770

￥770

￥770

￥770

￥770

￥770

￥770

￥770

表記料金には税金とサービス料が含まれております。
All prices are inclusive of applicable tax and service charge.



クラッシックマティーニ
（ジン・ドライヴェルモット）
世界中で愛されているカクテル、マティーニ。
厳選されたイタリア産グリーンオリーブと共にお楽しみください。
Classic Martini
(Beefeater・Dry Vermouth)
Universally loved cocktail, Martini. Enjoy it with selected Italian green olives.

ストロベリー＆バジルマティーニ
（ウォッカ・フレッシュストロベリー・スイートバジル・レモンジュース・タバスコ・シュガーシロップ）
フレッシュストロベリーとバジルのバランスがとても良く、タバスコのアクセントが特徴のカクテルです。
Strawberry & Basil Martini
(Vodka・Fresh Strawberry・Basil・Lemon Juice・Tabasco・Sugar Syrup)
Well-balanced fresh strawberry and basil attract you.
Yet more, a touch of Tabasco sharpens the taste.

シトラスエスプレッソマティーニ
（シトラスフレーバーウォッカ・ダブルエスプレッソ・シンプルシロップ・カルーア）
エスプレッソの苦み、カルーアの優しい甘さを、ウォッカがバランスよく結び付けています。
Citrus Espresso Martini
(Citrus Vodka・Double Espresso・Sugar Syrup・Kahlua)
Bitter Espresso and sweet Kahlua makes a perfect harmony with a bridge of Vodka.

オリジナルバレンシアマティーニ
（オレンジフレーバーウォッカ・グランマルニエ・フレッシュオレンジ）
グランマルニエの優雅な香りをまとった、まさに上品な大人のオレンジマティーニです。
Original Valencia Martini
(Orange Vodka・Grand Marnier・Fresh Orange)
Sophisticated and mature Orange Martini with a robe of elegant Grand Marnier.

ムーランルージュ
（アプリコットブランデー・オレンジジュース・レモンジュース・グレナディンシロップ・アプリコットジャム）
フランス、パリにある有名なキャバレー。フランス語の“赤い風車”をイメージしたカクテルです。
Moulin Rouge
(Apricot Brandy・Orange Juice・Lemon Juice・Grenadine Syrup・Apricot Jam)
Inspired by the classical, yet vivid red windmill at Moulin Rouge in Paris France.

スプリングオブライフ （ヒルトン成田オリジナルカクテル）
（地酒 長命泉・クレームドカシス・ライムジュース）
成田の地酒を使用し、香りの高さが特徴のカクテルです。生命の水をイメージして作りました。
Spring of Life
(Japanese Sake・Cassis Liqueur・Lime Juice)
Created with Narita local sake with the image of water of life. Enjoy the aroma
of fresh sake produced in Narita.

コスモポリタン
（ウォッカ・クランベリージュース・コアントロー・ライムジュース・グレナディンシロップ）
映画 “SEX AND THE CITY” で一躍有名になったカクテル。
最後にオレンジゼストを加え、香り高く仕上げました。
Cosmopolitan
(Vodka・Cranberry Juice・Cointreau・Lime Juice・Grenadine Syrup)
Cocktail well known in the show “SEX AND THE CITY”.
Zest of orange gives a special touch to complete the taste.

￥1,490
Premium

￥1,800

￥1,540
Premium

￥1,850

￥1,540
Premium

￥1,850

￥1,650

￥1,490

￥1,380

￥1,540
Premium

￥1,850

表記料金には税金とサービス料が含まれております。
All prices are inclusive of applicable tax and service charge.



トロピカルミモザ
（ラム・オレンジジュース・スパークリングワイン）
ミモザとは花の名前で、オリジナルのミモザにラムを加え、トロピカル気分を演出したカクテルです。
Tropical Mimosa
(Rum・Orange Juice・Sparkling Wine)
Mimosa, name of a lovely flower provides an atmosphere of the Tropics. 
Secret of the taste is Rum added to original Mimosa.

ジュリエット
（クレームドカシス・ライチリキュール・スパークリングワイン）
ヘミングウェイの有名な小説のヒロインをイメージしたカクテル。
ライチリキュールの華やかな香りが特徴です。
Juliet
(Cassis Liqueur・Dita・Sparkling Wine)
Juliet is the name of heroine in a famous novel by E.M. Hemingway. 
Inspired by her charm, this cocktail with glamorous
and fancy scent of lychee liqueur was born.

シンガポールスリング
（ジン・チェリーブランデー・パイナップルジュース・ライムジュース・コアントロー・ベネディクティン・
グレナディンシロップ・アンゴスチュラビター）
シンガポール、ラッフルズホテルのバーテンダーが考案したカクテル。
ラッフルズスタイルで仕上げます。
Singapore Sling
(Gin・Cherry Liqueur・Pineapple Juice・Lime Juice・Cointreau・Benedictine DOM
・Grenadine Syrup・Bitter)
A famous and traditional cocktail created by a bartender at Singapore Raffles Hotel.
Enjoy “Raffles” style.

こだわりのジンジャーエールで仕上げたモスコーミュール
（ウォッカ・NEOプレミアムジンジャーエール）
香料ではない、本物の生姜から作られたジンジャーエールを使用。
ドライで大人の味わいをお楽しみ下さい。※通常のモスコーミュールもございます。
Premium Moscow Mule
(Vodka・NEO Premium Ginger Ale)
Selected dry ginger-ale produced with real ginger is used for this cocktail.
Taste the bitterness of fresh ginger.  ※Regular Moscow Mule is also available.

ブラッディーメアリー
（ペッパーフレーバーウォッカ・トマトジュース）
ベースにペッパー風味のウォッカを使用し、味にふくらみを持たせるためにスローイングしてお作りします。
Bloody Mary
(Pepper Vodka・Tomato Juice)
Vodka is used as a base spiced with pepper to add to the richness.

￥1,750

￥1,750

￥1,550
Premium

￥1,850

￥1,490
Premium

￥1,800

￥1,450
Premium

￥1,750

表記料金には税金とサービス料が含まれております。
All prices are inclusive of applicable tax and service charge.



カミカゼ
（ウォッカ・コアントロー・ライムジュース）
アメリカで誕生した日本名のカクテル。その鋭い飲み口と、爽やかな味わいが特徴のカクテルです。
Kamikaze
(Vodka・Cointreau・Lime Juice)
Japanese named cocktail born in States. 
Through the sharpness and freshness, you will feel exhilarated.

マルガリータ
（テキーラ・コアントロー・ライムジュース・アガベネクター）
狩猟の流れ弾に当たって亡くなった、恋人マルガリータを偲んで作られたカクテル。
自家製ハーブソルトの味わいと共にお楽しみください。
Margarita
(Tequila・Cointreau・Lime Juice・Agave Nectar)
Created for an addicted lover Margarita who died with her shoes on. 
Home-made herbs and salt gives liveliness to the cocktail.

カイピリーニャ
（ピンガ・フレッシュライム・シンプルシロップ）
ピンガというブラジル特産のスピリッツを使用し、ライムと相性がベストマッチの一品。
シェイクして仕上げます。
Caiprinha
(Pinga・Lime Juice・Sugar Syrup)
Brazilian spirit Pinga is used for this cocktail. Cocktail of right combination with Lime is
ready with some shakes by our waiter.

モヒート
（ラム・フレッシュライム・ミントの葉・シンプルシロップ）
キューバで日常的に飲まれている、国民的カクテル。ヘミングウェイが愛したカクテルとしても有名です。
シェイクして仕上げます。
※本日のフレッシュフルーツとミックスした、“フレッシュフルーツモヒート“もおすすめです。
お気軽にスタッフまでおたずねください。
Mojito
(Bacardi・Lime Juice・Fresh Mint Leaf・Sugar Syrup)
National Cuban cocktail which E.M. Hemingway loved. 
※Fresh Fruit Mojito is also recommended. Please feel free to ask the waiter.

ロングアイランドアイスティー
（ジン・ウォッカ・ラム・テキーラ・コアントロー・レモンジュース・コーラ）
アメリカニューヨーク州東部、ロングアイランドで誕生したこのカクテル。
爽やかな飲み口をお楽しみください。
Long Island Iced Tea
(Gin・Vodka・Rum・Tequila・Cointreau・Lemon Juice・Coke)
Special Iced Tea born in Long Island, eastern part of New York State will bring you finest 
freshness. 

￥1,490
Premium

￥1,800

￥1,490
Premium

￥1,800

￥1,600

￥1,800

￥1,800

表記料金には税金とサービス料が含まれております。
All prices are inclusive of applicable tax and service charge.



ノンアルコールカクテル MOCKTAIL SELECTION

アイ・オブ・ザ・ハリケーン
（パッションフルーツシロップ・ライムジュース・７ＵＰ）
甘さと酸味のバランスがベストマッチの一杯。人気ナンバーワンのノンアルコールカクテルです。
Eye of the Hurricane
(Passion Fruit Syrup・Lime Juice・7UP)
Our most popular non-alcoholic cocktail with perfect match of sweetness and sourness.

サラトガクーラー
（ライムジュース・シンプルシロップ・ジンジャーエール）
さっぱりと、のどの渇きを潤すにはとっておきの一杯です。さわやかな炭酸が食事とも合います。
Saratoga Cooler
(Lime Juice・Sugar Syrup・Ginger Ale)
Slake your thirst with bubbling and sparkling freshness!
This can go with any meal you choose.

シャーリーテンプル
（グレナディンシロップ・ジンジャーエール）
シャーリーテンプルは、1930年代を中心にハリウッドで大活躍した名子役を
イメージして作られたカクテルとされています。
Shirley Temple
(Grenadine Syrup・Ginger Ale)
Shirley Temple named after the famous Hollywood child actress
in 1930s gives you a touch of tenderness.

ZERO-レッドアイ
（ノンアルコールビール・トマトジュース）
とてもシンプルなノンアルコールカクテルですが、塩・こしょう・タバスコなどを加えて、アレンジは自由自在。
ZERO-Red Eye
(Non - Alcoholic Beer・Tomato Juice)
Simple is the best? Add your taste of salt, pepper and Tabasco and make it your own.

スウィンガー
（フレッシュグレープフルーツ・パイナップルジュース・パイナップルシロップ）
カクテルグラスの中にフルーツの風味を、ギュッと凝縮して表現しました。デザートとも相性抜群です。
Swinger
(Fresh Grapefruit・Pineapple Juice・Pineapple Syrup)
Soft yellow mild drink with mixture of grapefruit and pineapple juice.

トロピカルレモネード
（パッションフルーツシロップ・パイナップルシロップ・クラブソーダ）
南国のフルーツのシロップとクラブソーダが爽やかに溶け合った、女性向けのカクテルです。
Tropical Lemonade
(Passion Fruits Syrup・Pineapple Syrup・Club Soda)
Tropic and cooling with a clean finish.

メニューに無いカクテルがございましたら、お気軽にスタッフまでおたずねください。
Please feel free to ask the waiter if you have a special request of an item not stated on the menu.

￥1,180

￥1,180

￥1,180

￥1,180

￥1,180

￥1,180

表記料金には税金とサービス料が含まれております。
All prices are inclusive of applicable tax and service charge.


